
 申込日 2016 年   月   日 
H29年度採用分日本学術振興会特別研究員 申請者情報申込書（事務局控） 

氏名（戸籍名） 姓  名  生年月日（西暦） 

フリガナ 
ツクバ 

＊外国人の例：ニュートン 

ハナコ 
＊外国人の例：アイザック 

1990 年 1 月 31 日 

漢  字 
＊外国人で漢字を使

用しない場合は全角

アルファベット等を

記入。 

筑波 
＊外国人の例：Ｎｅｗｔｏｎ 

花子 
＊外国人の例：Ｉｓｓａｃ  

連絡先（電話番号） 

□ 自宅 Home Phone： 
 携帯Mobile Phone：090-000-0000 
 研究室内線 Extension：1234 

Email tsukuba.hanako.fe@un.tsukuba.ac.jp 

受入研究機関  筑波大学  □  他の研究機関  
申請資格 □  RPD   PD □  DC 

部局（部局コード） 人文社会（系）（0179） 人文社会（系）（0179） 人文社会科学（0021） 

備考（事務局用）  

1. 【申請者共通】【氏名（戸籍名）の記入注意】 
JIS第1水準･第2水準にない文字の場合（例：髙・﨑・𠮷𠮷）、JIS第1水準･第2水準の文字に置き換えてください。

置き換える文字がない場合はカタカナを使用してください。（漢字名の外国人で、置き換える文字がない場合も同様に

カタカナを使用して下さい） 
2. 【外国人の申請者の場合】【氏名（戸籍名）の記入注意】 

外国人登録証明書・在留カード・住民票に記載されている氏名（全角アルファベット等）を記入してください。漢字

を使用しない方は、記入例に従って記入してください。（記入例：本名「Isaac Newton」の場合） 
3. 【戸籍名と登録名】 

ID・パスワード申込み時に使用する氏名は戸籍名です。研究上、通称名（旧姓等）を使用する方は、電子申請書作成

時に登録名の欄に入力してください。  
4. 【申請資格】：該当する箇所にチェックを入れてください。 

（注意）「PD」及び「RPD」は採用後の受入研究機関で申請します。他の研究機関を受入先とする場合は、受入先の研    
究機関の事務担当者にお問合せください。 

5. 【連絡先】：ID・パスワード発行後、事務担当者より連絡しますので、研究室または自宅等の電話番号・E-mail を記入

してください。 
H29年度採用分日本学術振興会特別研究員 申請者情報申込書（申請者控） 

氏名（戸籍名） 姓 Family 名 First 筑波大学機関コード 
12102 

フリガナ ツクバ ハナコ 
生年月日（西暦） 

漢  字 筑波 花子 1990年1月31日 

申請資格 □  RPD   PD □  DC 
部局 人文社会（系） 人文社会（系） 人文社会科学 

部局コード 0179 0179 0021 
部局正式名 人文社会系 人文社会系 人文社会科学研究科 

1. 申請書は日本学術振興会電子申請システムにアクセスして作成する「申請者情報」と日本学術振興会 HP から様式を

ダウンロードして作成する「申請内容ファイル」で構成されています。 
①「申請者情報」は ID・パスワードを取得後、各自で、日本学術振興会電子申請システムに4月以降入力して下さい。 
②「申請内容ファイル」は日本学術振興会HPから各自ダウンロードし、作成準備を進めて下さい。 
 
 
 
 

2. 申請書の記入例及びチェックシートを４月上旬以降に研究企画課HPで掲載予定です。 
（http://kjyo.sec.tsukuba.ac.jp/docs/gakushin/index.html） 

「①申請者情報」 「②申請内容ファイル」 

 RPD：申請書のp.1～3  RPD：申請書のp. 4～12 
 P D：申請書のp.1～3  P D：申請書のp. 4～12 
 D C：申請書のp.1～2  D C：申請書のp. 3～9 

参 考 

http://kjyo.sec.tsukuba.ac.jp/docs/gakushin/index.html


 申込日 2016 年   月   日 
Application form for getting both ID number and password to apply for FY2016 Research Fellowship for Young 
Scientists. 
Name 姓 Family 名 First Date of birth （yyyy年mm月dd日） 

フリガナ 
katakana reading 

ニュートン アイザック 1642 年 12 月 25 日 

漢  字 
in Roman letters 
or in Chinese 
Kanji characters 

Ｎｅｗｔｏｎ Ｉｓｓａｃ  
Phone Number 

□ 自宅 Home Phone： 
 携帯Mobile Phone：090-000-0000 
 研究室内線 Extension：1234 

Email issac.newtone.universal.gravitation@un.tsukuba.ac.jp 

Host Institute  筑波大学  Univ. of Tsukuba □ 他の研究機関 Other 
Category □ RPD （Restart Postdocs） □ PD （Postdocs）   DC （Doctoral course students） 

Faculty  人文社会（系）（0179） 人文社会（系）（0179） 人文社会科学（0021） 

備考（事務局用）  

1. 【申請者共通】【氏名（戸籍名）の記入注意】 
JIS第 1水準･第 2水準にない文字の場合、JIS第 1水準･第 2水準の文字に置き換えてください。置き換える文字が

ない場合はカタカナを使用してください。（漢字名の外国人で、置き換える文字がない場合も同様にカタカナを使用） 
2. 【For Non-Japanese】 

Please fill in your name as appeared in the certificate of alien registration, the residence card or the certificate of 
residence. 

3. 【申請資格】：該当する箇所にチェックを入れてください。 
（注意）「PD」及び「RPD」は採用後の受入研究機関で申請します。他の研究機関を受入先とする場合は、受入先の研

究機関の事務担当者にお問合せください。 
4. 【Phone Number】：  

  Please fill in the available phone number so that we can contact you during the daytime. 
 

Application form for getting both ID number and password to apply for FY2016 Research Fellowship for Young 
Scientists.（copy） 

Name 姓 名 筑波大学機関コード 
12102 

フリガナ ニュートン アイザック 
Date of birth 

漢  字 Ｎｅｗｔｏｎ Ｉｓｓａｃ 1642, Dec., 25 

申請資格 □  RPD □  PD   DC 
Faculty 人文社会（系） 人文社会（系） 人文社会科学 

Faculty Code No. 0179 0179 0021 
Official name of Faculty  人文社会系 人文社会系 人文社会科学研究科 

1. The application forms are divided into 2 parts. You can prepare the first part through JSPS’ web application 
system on the JSPS web site from Apr. 2016, after getting an ID and password. For the 2nd part, you can 
download the application form from the JSPS web site （※）, which is available before Apr. 2016.  

 （※） http://www.jsps.go.jp/j-pd/pd_sin.html 
 

2. Please refer to the following sites when you are filling in that form.
（http://kjyo.sec.tsukuba.ac.jp/docs/gakushin/index.html） 

 

「① the first part through JSPS’ web application system」 「② the 2nd part : downloaded forms」 

RPD：① p.1～3         RPD：② p.4～12 
P D：① p.1～3         P D：② p.4～12 
D C：① p.1～2         D C：② p.3～9 

参 考  for Non-Japanese 

http://kjyo.sec.tsukuba.ac.jp/docs/gakushin/index.html

